
今後の開催スケジュールのご案内今後の開催スケジュールのご案内
WEBセミナー同時開催 会場での講義内容をWEBで同時配信 ！

お問い合わせ先 ：  　　　　　　　　　  セミナー事務局  
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3階 　   hr-service@rosei.jp  TEL：03-3491-1330 
お問い合わせ先 ：  　　　　　　　　　  セミナー事務局  
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3階 　   hr-service@rosei.jp  TEL：03-3491-1330 

※講座の詳細および新たに追加する講座は、弊社HPならびに「労政時報」同梱の
パンフレットでご案内します。　※講座名・日程等は変更する場合がございます。
※諸事情により開催を中止または延期させていただく場合がございます。

開催日 会場
受講

WEB
受講 コース 講座名 講  師

5月22日（月） 東京 WEB
受講 発展 『業績連動賞与の設計と適正運用の実務』

【半日】 八代 智 氏
株式会社アクティブアンドカンパニー　
常務取締役 コンサルティング本部 本部長

5月23日（火） 東京 WEB
受講 発展 『多様化する労務トラブルへの対応実務－

 徹底解説』 佐藤 広一 氏
HR プラス社会保険労務士法人　
代表社員 特定社会保険労務士

5月23日（火） ZOOM
受講 発展 『オンライン採用プレゼンテーション劇的

 ブラッシュアップ』 岩下 宏一 氏
株式会社ビーユアセルフ　
代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント 

5月24日（水） 東京 WEB
受講 発展 『高齢社員の雇用の在り方（雇用・活用・戦略化）

＆シニアデザイン研修の開催』 渡辺 葉子 氏
社会保険労務士法人 YWOO　
代表 特定社会保険労務士

5月24日（水） ZOOM
受講 グローバル

『ベトナムの労働法制と労務管理のポイント』
【半日】

岸 寛樹 氏 /
大西 敦子 氏

森・濱田松本法律事務所　
弁護士

5月25日（木） 東京 WEB
受講 発展 『 最新！人事労務の事例Q&A厳選40』 江畠 健彦 氏

石嵜・山中総合法律事務所　
代表弁護士

5月26日（金） 東京 WEB
受講 基礎 『労働時間管理の基本と実務』完全版 橘 大樹 氏 

石嵜・山中総合法律事務所
パートナー 弁護士

5月26日（金） 東京 - 発展 『エクセルでできる戦略人事のデータ分析入門』 深瀬 勝範 氏
F フロンティア株式会社　
代表取締役 人事コンサルタント　
社会保険労務士

5月29日（月） 東京 WEB
受講 発展 『SNSをめぐる労務トラブルの実務対応』

【半日】 村木 高志 氏 
早川・村木経営法律事務所　
パートナー 弁護士

5月30日（火） 東京 WEB
受講 グローバル 押さえておくべき『海外勤務者の税務実務』 平井 和美 氏

EY 税理士法人 
パートナー 税理士

5月30日（火） ZOOM
受講 事例 『凸版印刷の新人事制度』

【半日】 奥村 英雄 氏
凸版印刷株式会社　
執行役員 人事労政本部長

5月31日（水） 東京 WEB
受講 発展 『退職勧奨の実務』

【半日】 岸田 鑑彦 氏
杜若経営法律事務所 
パートナー弁護士

5月31日（水） ZOOM
受講 発展 『メンタルヘルスの実務対応』《応用編》

【半日】 森本 英樹 氏
森本産業医事務所 　
代表 医師 産業医 社会保険労務士等



今後の開催スケジュールのご案内今後の開催スケジュールのご案内
WEBセミナーを同時開催しています　（会場での講義内容をWEBで同時配信 ！ ）

お問い合わせ先 ：  　　　　　　　　　  セミナー事務局  
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3階 　   hr-service@rosei.jp  TEL：03-3491-1330 
お問い合わせ先 ：  　　　　　　　　　  セミナー事務局  
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3階 　   hr-service@rosei.jp  TEL：03-3491-1330 

※講座の詳細および新たに追加する講座は、弊社HPならびに「労政時報」同梱のパンフレットでご案内します。　
※講座名・日程等は変更する場合がございます。
※諸事情により開催を中止または延期させていただく場合がございます。

開催日 会場
受講

WEB
受講 コース 講座名 講  師

6月1日（木） 東京 WEB
受講 発展 『設問とキーワードで考える人事トラブル対応』 高仲 幸雄 氏 

中山・男澤法律事務所 
パートナー 弁護士

6月2日（金） 東京 WEB
受講 基礎

『多様な働き方の完全 ― 
 在宅勤務、兼業・副業、フリーランス、
 時差出勤、 フレックス他』

橘 大樹 氏 
石嵜・山中総合法律事務所 
パートナー 弁護士

6月2日（金） 大阪 - 発展 押さえておくべき
『定年前後の社会保険・年金知識』 渡辺 葉子 氏 

社会保険労務士法人 YWOO 
代表 特定社会保険労務士

6月5日（月） 東京 WEB
受講 基礎 『360度評価の徹底解説』

【半日】 藤原 誠司 氏 
株式会社シーベース  
エグゼクティブコンサルタント

6月6日（火） 東京 WEB
受講 発展 1日でしっかり理解する

『人事マネジメント基礎講座』 寺﨑 文勝 氏 
株式会社寺崎人財総合研究所 
代表取締役社長

6月7日（水） 東京 WEB
受講 基礎 １日でしっかり理解する

『人件費・要員管理の基礎知識』
岡本 努 氏 / 
山本 奈々 氏 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 
執行役員 パートナー

6月7日（水） ZOOM
受講 グローバル 『米国式経営とマネジメント・スキル』 本間 道治 氏 

オグルツリー・ディーキンス法律事務所 
インディアナポリス事務所 
インディアナ州弁護士 ワシントン州弁護士

6月8日（木） 東京 WEB
受講 基礎 １日でマスターする

『給与計算の基礎知識』 柏﨑 文彦 氏
柏﨑文彦税理士事務所  
税理士

6月9日（金） 東京 WEB
受講 基礎 『変形労働時間制の完全マスター』 柏﨑 文彦 氏 

柏﨑文彦税理士事務所  
税理士

6月9日（金） ZOOM
受講 基礎 『１on１ミーティング基礎講座』

【半日】 岩下 宏一 氏 
株式会社ビーユアセルフ  
代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント


